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１０月９月

＜永源寺図書館＞  

18 日（土）14:00～16:00 

「少年時代」（邦画） 

＜湖東図書館＞ 

11 日（土）14:00～15:45 

「カサブランカ」（洋画/字幕） 

 

** ９月の映画会 ** 

永源寺図書館 開館：10 時～18 時 

tel:0748-27-8050 IP:050-5801-8050 

fax:0748-27-8090 

愛東図書館 開館： 9 時～17 時 

tel:0749-46-2266 IP:050-5801-2266 

湖東図書館 開館：10 時～18 時 

（木曜日のみ 20 時まで） 

tel:0749-45-2300 IP:050-5801-2300 

fax:0749-45-3343 

 

図書館ホームページ→ 

各館の開館時間・連絡先 

永源寺 
愛東 

インターネットで、図書館の資料を検索したり 

本や雑誌のバックナンバーを予約することができます。 

右の QR コードから、図書館ホームページにアクセス

してみてください。 

※予約には図書館で発行するパスワードが必要です 

** ごぞんじですか ** 

湖東 
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１０月９月



スポーツ選手にとって体を作る「食事」はも大切です。本栄養士の著者が、知っておきた

い栄養素、バランスの良い食事とは？などについて、ポイントを押さえてわかりや解説。集

中力アップ、疲労回復などテーマ別のバランス◎な定食レシピ 25種類に加えて、試合前の勝

負めし、お弁当作りのコツ、おすすめの手作りデザート＆ドリンクも紹介されています。頑

張る子どもたちを応援するお助け本です。 

 

 

 

あたらしくはいった本（永源寺・湖東・愛東図書館に入った主なものを紹介します） 

くらし・健康 

地球の歩き方的！世界なんでもランキング 地球の歩き方編集室／著 地球の歩き方 

お一人さま逃亡温泉 加藤 亜由子／著 みらいパブリッシング 

関西起点沢登りルート１００ 吉岡 章／編著 山と溪谷社 

はじめてママ＆パパの子どもの栄養 深津 章子／監修 主婦の友社 

「ひざ痛」を治す！正しい歩き方 香取 知里／著 法研 

アトピー性皮膚炎をしっかり治す本 大矢 幸弘／著 法研 

暮らしが変わる時短家事 かおり／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

親や配偶者が死んだあとの「お金」のことぜんぶ、本音で教えてください！ 中垣 香代子／著 ソシム 

クライ・ムキの毎日のおうち服とおしゃれ服 クライ・ムキ／著 主婦の友社 

『植物と暮らすアイデア 家にもっとグリーンを』 朝日新聞出版 

「植物を我が家に取り入れたい！ でも、どうしたら長くいきいきと育てられるのか、また、どん

なグリーンを選んだらいいのだろう？」本書では、そんな初心者の疑問にこたえるアイデアを多

数紹介。室内、ベランダ、小さな庭、また日陰でも、それぞれ選ぶ植物や植え方を工夫するこ

とで、グリーンを楽しめます。おうち時間が増えた今、植物のある暮らしを始めてみませんか？ 

自宅がリラックスできる空間になりそうです。 
 

ダーニング刺繍 ミムラ トモミ／著 誠文堂新光社 

針と糸で作るビーズアクセサリー 湯本 小百合／著 文化学園文化出版局 

ふたりを平和にしてくれる最強の共働きごはん てりやきチャンネル／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

６０歳からのなるべく頑張らない元気ごはん 村上 祥子／著 マキノ出版 

まるごとレモン 河井 美歩／著 家の光協会 

温野菜とパンの組み立て方 ナガタ ユイ／著 誠文堂新光社 

はじめての寄せ植えレッスンＢＯＯＫ 上田 広樹／著 ワン・パブリッシング 

 

社会・教育・福祉 

歴史家の案内する滋賀 滋賀県立大学人間文化学部地域文化学科／編 文理閣 

日本哲学の最前線 山口 尚／著 講談社 

神社の起源と歴史 新谷 尚紀／著 吉川弘文館 

弘法大師の世界 武内 孝善／監修 平凡社 

沈没船博士、海の底で歴史の謎を追う 山舩 晃太郎／著 新潮社 

旗の大図鑑 エリザベト・デュモン＝ル・コルネク／著 日経ナショナルジオグラフィック社 

『私はアラブの王様たちとどのように付き合っているのか？』 鷹鳥屋明/著 星海社 

「オレのボスであるサウジアラビアの王子が、あなたに会いたいと言っている。」そんな怪

しげなメールをもらっても、迷惑メールに入れて終わり……とはしなかった鷹鳥屋さん。

1985 年生まれの彼は、真っ白なアラブの民族衣装を身にまとい、その上に日本の陣羽

織を着た姿でかねてより人気の、「中東きっての有名人」なのです。トヨタの中東向けＰＲ

動画に出演したこともあるのだそう。アラブの国々やそこに住む人々にとって、日本とはど

んな存在なのでしょう。自動車、アニメ、流行の「日本風パン」とはいったい？ ビジネスの

みならずパレスチナでのＮＧＯ職員としての経歴も持ち、中東をディープに知る著者が、ア

ラブの魅力と実態をさまざまな体験と豊富な知識をもとに綴ります。 

政界再編 山本 健太郎／著 中央公論新社 

ミャンマー政変 北川 成史／著 筑摩書房 



民法を読む技術・学ぶ技術 吉田 利宏／著 ダイヤモンド社 

関西人の常識ＶＳ関東人の常識 博学こだわり倶楽部／編 河出書房新社 

環境社会学入門 長谷川 公一／著 筑摩書房 

孤独は社会問題 多賀 幹子／著 光文社 

ケアマネジャーはらはら日記 岸山 真理子／著 三五館シンシャ 

介護現場の職員全員で読みたい！介護施設での感染対策レク＆ケア  世界文化ライフケア 

困難な現場を生き抜く！やんちゃな子がいるクラスのまとめかた 野中 信行／著 学陽書房 

 

自然・ビジネス・産業 

凍る海の不思議 野村 大樹／著 海文堂出版 

種から種へ命つながるお野菜の一生 鈴木 純／文・写真 雷鳥社 

コケ見っけ！日本全国もふもふコケめぐり 藤井 久子／著 家の光協会 

海獣学者、クジラを解剖する。 田島 木綿子／著 山と溪谷社 

『食と農のプチ起業』 小野淳/著 イカロス出版 

コロナ禍の今、食の世界は大きく変わりました。大勢で楽しく会食することは「当たり前」でなくなり、

飲食業界が受けた打撃は計り知れません。そんな中「家で」「小さく」「身近な人と」「手作りで」という

ミニマムでローカルな暮らしが見直されています。呼応するように、地元の農産物をふんだんに使っ

たお菓子や総菜を作り、個別の要望にも柔軟に対応する「個人商店」がインターネットの世界を中

心に増えています。こだわりの食を届けて「おいしかった」「ありがとう」と言われながら、小さく長く楽し

く、事業を続けていくための実例とノウハウが満載です。 
 

六方よし経営 藻谷 ゆかり／著 日経ＢＰ 

ワーケーションの教科書 長田 英知／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

実践！ＥＳＧ投資 日本経済新聞出版／編 日経ＢＰ日本経済新聞出版本部 

ソニー再生 平井 一夫／著 日経ＢＰ日本経済新聞出版本部 

よくわかる最新半導体の基本と仕組み 西久保 靖彦／著 秀和システム 

農業消滅 鈴木 宣弘／著 平凡社 

Ｉｎｓｔａｇｒａｍあたらしい商品写真のレシピ 綾／著 玄光社 

 

芸術・趣味 

運慶と快慶。 ペン編集部／編 ＣＣＣメディアハウス 

和田誠のたね 和田 誠／〔画〕 スイッチ・パブリッシング 

わかりやすいデジタル一眼撮影テクニック大事典  ワン・パブリッシング 

生きがいのボランティアおもちゃドクター 市来 歳世彦／著 梟社 

ボカロＰになりたい！一番やさしい作曲入門 ｇｃｍｓｔｙｌｅ（アンメルツＰ）／監修 宝島社 

昭和の映画絵看板 岡田 秀則／監修 トゥーヴァージンズ 

終活なんか、するもんか みの もんた／著 朝日出版社 

１００万円分使ってわかったほんとうに買ってよかったキャンプ道具 タナ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

『全国山の美術館と博物館』  Ｇ．Ｂ． 

夏は緑滴り、秋になれば紅葉で装い、我々を魅了してやまない山。ハイキングや登山を楽し

むだけでなく、麓から眺めたり写真に収めたり、その楽しみ方は様々です。本書は、そんな山や

自然を愛する人々のために、とっておきの施設を紹介した本です。山の行き返りに立ち寄った

り、山に関する作品を鑑賞したり、山とのふれあいをいろんな角度から楽しめます。登山家や

冒険家など人にフォーカスした施設のひとつとして、「西堀榮三郎記念 探検の殿堂」も紹介さ

れています。  



ことば・文学・小説 

中世の写本ができるまで クリストファー・デ・ハメル／著 白水社 

国語辞典を食べ歩く サンキュータツオ／著 女子栄養大学出版部 

向田邦子を読む 文藝春秋／編 文藝春秋 

『北極探検隊の謎を追って』 ベア・ウースマ/著 ヘレンハルメ美穂/訳 青土社 

今から約１２０年前、３人のスウェーデンの男性が、気球に乗って北極点を目指して出発しまし

た。北極点でブイを落とし、気流に乗ってそのままアラスカかカナダ、あるいはシベリアに着陸す

る予定の北極横断探検。国王や新聞社の援助を受け、到着した時のための正装まで積み込ん

での出発でした。しかし、気球は３日目で制御不能になり、氷の上に着陸。北極点への到着を諦

めた３人は荷物を乗せたそりを引いて、徒歩で越冬できる基地を目指します。しかし、重い荷物

と氷に阻まれ１日に数キロしか進みません。そして３ヶ月後、ついに陸地を見つけるものの、何ら

かの原因で３人とも命を落とします。彼らが発見されたのは３３年後。何が探検隊の命を奪った

のか。彼らの足跡に魅せられた女性医師が、執念でその真相に迫ります。 
 

『白光』 日本とロシア、信仰と芸術のはざまで揺れながら明治時代を生きた女性画家 朝井 まかて／著 文藝春秋 

『兵諫
へ い か ん

』 1936年、中国。張学良が蒋介石を拉致した――のか？ 西安事件の真相は 浅田 次郎／著 講談社 

『みとりねこ』 時間は有限、出逢いは無限。ねこ７匹の物語。『旅猫リポート』外伝も 有川 ひろ／著 講談社 

『貝に続く場所にて』 ドイツで暮らす私の元に、震災で行方不明になった友人が 石沢 麻依／著 講談社 

『琉球警察』 米軍がらみの手柄で公安担当になった貞吉。矛盾の地で自らを生きる 伊東 潤／著 角川春樹事務所 

『がん消滅の罠 暗殺腫瘍』 人為的ながんで殺人？ 「このミス」大賞受賞作の続編 岩木 一麻／著 宝島社 

『徳川最後の将軍慶喜の本心』 溺れる国で最良を目指し、最悪の評価を覚悟した 植松 三十里／著 集英社 

『ゾウに魅かれた容疑者 警視庁いきもの係』 拉致された仲間を探しに東南アジアへ 大倉 崇裕／著 講談社 

『結 妹背山婦女庭訓
い も せ や ま お ん な て い き ん

波模様』 道頓堀には人形浄瑠璃。直木賞受賞作の続編 大島 真寿美／著 文藝春秋 

『亜ノ国へ』 不妊治療の末の、夫の裏切り。異世界に飛ばされ、見知らぬ少女の母に 柏葉 幸子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

『木乃伊
ミ イ ラ

の都』 16世紀の長崎から、大海を渡る船の奴隷に、そしてエジプトへ 金澤 マリコ／著 光文社 

『遠巷説
とおくのこうせつ

百物語』 舞台は江戸末期の遠野。噂を調べるうち、化け物退治が幕を開ける 京極 夏彦／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

『朔が満ちる』 家庭内暴力が家族を壊した。似通った過去を持つ二人の決別と再生 窪 美澄／著 朝日新聞出版 

『たまごの旅人』 夢を叶えたひよっこ海外旅行添乗員・遙。2020年、予想外の事態が 近藤 史恵／著 実業之日本社 

『ロータスコンフィデンシャル』 ベトナム・露・中の絡む事件に公安のエースが挑む 今野 敏／著 文藝春秋 

『霧をはらう』 患者たちの点滴にインスリンを混入したのは、生き残った子の母なのか 雫井 脩介／著 幻冬舎 

『神様の果物 江戸菓子舗照月堂』 店を辞めたなつめが選んだ道は。シリーズ完結 篠 綾子／著 角川春樹事務所 

『星のように離れて雨のように散った』 未完の物語たちの中に見出したものは 島本 理生／著 文藝春秋 

『もどかしいほど静かなオルゴール店』 『ありえないほどうるさいオルゴール店』続編 瀧羽 麻子／著 幻冬舎 

『硝子の塔の殺人』 雪深い森に立つ地上 11階地下 1階の尖塔。次々に起こる惨劇 知念 実希人／著 実業之日本社 

『のっとり藤兵衛 はぐれ長屋の用心棒 52』 飲み屋に迫る危機の陰には悪漢が 鳥羽 亮／著 双葉社 

『拙者、妹がおりまして １』 優秀なのに出不精の若侍と、兄のやる気を期待する妹と 馳月 基矢／著 双葉社 

『二人の噓』 裁判所の前にたたずむ元服役囚。汚点のないキャリアを持つ女性判事は 一雫ライオン／著 幻冬舎 

『花ホテル』 南フランスの小さな町の小さなホテルで、愛と謎が絡み合う。連作短編集 平岩 弓枝／著 文藝春秋 

『亀岩奇談』 島の自治会長選挙。政治とカネ、聖なるものと俗なるものがひしめいて 又吉 栄喜／著 燦葉出版社 

『まりも日記』 流浪の猫・マリモを飼った人に訪れるのは幸福か、それとも困惑か 真梨 幸子／著 講談社 

『ミラーワールド』 「女が外で稼いで、男は家を守る」世界で、男子が何者かに襲われた 椰月 美智子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

『陰陽師 水龍ノ巻』 鬼もうろたえる無垢さ、若き日の蝉丸の恋。シリーズ第１７弾 夢枕 獏／著 文藝春秋 

『彼岸花が咲く島』 少女が流れ着いたのは、男女が違う言葉を学ぶ島。芥川賞受賞作 李 琴峰／著 文藝春秋 

『逝ってしまった君へ』 大切な人の自死。残された人々の「これから」を綴る随想 あさの ますみ／著 小学館 

『九十八歳。戦いやまず日は暮れず』 抱腹絶倒のエッセイ、これにて断筆 佐藤 愛子／著 小学館 

 

ほかの図書館で所蔵している本や貸出中の本には、予約ができます。くわしくはもよりの図書館へおたずねください。 


